
令和4年度　倉掛公民館グループ一覧 2023/1/4現在

ジャンル № グループ名 備考

青少年教育 1 なかよしバトン 毎週 木 18:00～20:00 バトントワリング（子ども対象）

コンピュータ 2 倉掛パソコン・デジカメクラブ 第2･4 金 09:00～12:00 パソコン・デジカメ

3 パソコンクラブ・ビスタ 第2･4 木 09:00～12:00 パソコン・デジカメ

生活科学 4 ラベンダードール 第1 水 10:00～12:00 ハーブを暮らしに活かす

衣生活 5 Re.KIMONO倶楽部 第1 木 09:30～12:30 着物リメイク

食生活 6 倉掛公民館　男の料理 第4 土 09:00～13:00 料理

7 そば打ち道・倉掛そば打ち同好会 第3 木 8:30～13:30 そば打ち

8 倉掛手打ちそば教室 第２ 金 8:30～13:30 そば打ち

9 クロワッサン 第1･3 月 12:30～16:30 パン作り

10 和菓子の会 第１(年４回） 金 09:30～12:30 和菓子作り

手芸・編物 11 アムウ 毎週 金 10:00～12:00 編み物

12 あみもの同好会 第3か4 月 09:30～12:30 手編み小物(月に1回）

13 編物サロン 第1･3 月 13:00～16:00 編み物

14 パッチワーク・パル 第1･3 月 10:00～12:00 パッチワーク

15 フランス刺しゅう　ひまわり 第3 金 13:30～16:30 刺しゅう

文化活動 16 倉掛手談クラブ 毎週 月 13:00～16:00 囲碁

17 倉掛囲碁クラブ 毎週 金 13:00～16:00 囲碁

園芸 18 くらかけ花の輪 第2 月 10:00～12:00 園芸ボランティア

コミュニティ 19 夢さがし倶楽部 不定期 施設見学やバス旅行

余暇活動・レジャー 20 里山の自然を愛する会 第3 日 09:00～15:00 自然体験学習（活動場所：落合南の里山）

語学 21 How　are　you？ 毎週 木 13:00～15:00 英会話

高齢化社会への対応 22
ＮＰＯ家族介護者サポートネットワーク・は
ぴねす 10:30～16:00 家族介護者の交流

障がい者理解 23 手話サークル倉掛 第2･4 月 19:00～21:00 手話

洋画 24 K E I 絵画教室 第1 水 12:30～15:30 絵画

日本画 25 倉掛水墨画会 第2･4 金 13:00～16:00 水墨画

書 26 かな書道　 第2･4 水 10:00～12:00 かな書道・実用書道

工芸 27 革クラブ 第1･3 木 10:00～13:00 レザークラフト

その他の美術・工芸 28 絵夢（絵手紙） 第1･3 月 09:30～12:30 絵手紙

器楽・声楽 29 KＧC<倉掛ギターサークル> 第1･3 土 10:00～12:00 ギター

30 サウンド　オブ　ウィンド 第3 日 14:00～17:00 バンド

合唱 31 ティンカーベル 月３回 月 13:30～15:30 コーラス

第1･3 土 09:30～12:30

第2･4 水 19:30～21:30

33 コーラスグループ千の風 第1･2･4 木 09:00～12:00 コーラス（混声）

邦楽 34 筝曲　薫風会 第1･3･4 土 13:00～16:00 琴

35 しの笛の会 第4 水 13:00～15:00 しの笛

その他の音楽 36 銭太鼓 グループ 第1･3 土 19:00～21:00 銭太鼓

洋舞 37 社交ダンスアヒル 毎週 水 13:00～16:00 社交ダンス

その他の舞踊 38 フォークダンス ハイジ 毎週 木 13:00～16:00 フォークダンス

活動日時

32 コーラス（女声）ぱすてる g  とおん

毎週木・金・土

お問い合わせは倉掛公民館まで（電話：082-845-1710）



令和4年度　倉掛公民館グループ一覧 2023/1/4現在

ジャンル № グループ名 備考活動日時

その他の舞踊 39 葉月会（県民踊） 毎週 木 19:30～21:30 県民踊

40 県民踊　美和会 毎週 水 10:00～12:00 県民踊

41 県民踊　如月会 毎週 金 10:00～12:00 県民踊

42 こぎく会 第2 土 13:00～15:00 県民踊

俳句 43 倉掛俳句会 第1 土 13:00～16:00 俳句

文学 44 平家物語を読む会 第1･3 水 09:30～12:30 平家物語学習

茶道 45 玖和会 第2･4 金 09:30～12:30 茶道・表千家

体育学 46 健康体操倉掛 毎週 木 09:30～11:30 健康体操

47 にこにこ百歳体操 毎週 水 13:00～15:00 いきいき百歳体操

バレーボール 48 倉掛バレーボール同好会 毎週 月 14:00～16:00 バレーボール

49 落合東ジュニアバレーボールクラブ子供会 不定期 （小学生対象） バレーボール（活動場所：落合東小学校）

50 高陽ヴェルデュールスポーツ少年団 不定期 （小学生対象） バレーボール（活動場所：倉掛小学校）

51 BRAVE 第2･4 木 20:00～22:00 バレーボール（活動場所：三入中学校）

卓球 52 あさきたクラブ 毎週 水 20:00～22:00 卓球

53 倉掛木曜卓球同好会 毎週 木 10:00～12:00 卓球

54 倉掛サタデー卓球同好会 毎週 土 09:00～12:00 卓球

55 倉掛卓球同好会 毎週 月 09:00～12:00 卓球

その他の球技 56 スペースシャトル 毎週 金 10:00～12:00 バドミントン

57 Ｙ・シャトル 毎週 水 09:30～12:30 バドミントン

58 倉掛シャトル 毎週 土 19:30～21:30 バドミントン

59 高陽ジュニアバドミントンクラブ 毎週 土 15:00～18:00 バドミントン（子ども対象）

60 亀崎バドミントンクラブ 不定期 （中学生対象） バドミントン（活動場所：亀崎中学校）

61 飛翔バドミントンスポーツ少年団 毎週 金 19:00～21:00 バドミントン（小学生対象）

62 チャレンジバドミントンクラブ 毎週 日 8:30～12:30 バドミントン（小中高校生対象）

63 ソフトバレーミセス 毎週 水 13:30～15:30 ソフトバレー

64 広島ＲＥＸ（レックス） 不定期 （中学生対象） 中学生軟式野球（活動場所：特別支援学校）

その他の格技 65 太極拳（パッション） 毎週 金 13:00～15:00 太極拳

ハイキング 66 高陽やまびこ会 第4 土 終日 登山（近郊及び県内の山）

ニュースポーツ 67 倉掛ミニテニスサークル 毎週 土 13:00～15:00 ミニテニス

68 青春クラブ 不定期 12:30～15:30 ミニテニス（活動場所：安佐北区Ｓ.Ｃ.）

69 倉掛ズンバ同好会 第2･4 土 12:00～13:00 ズンバ

70 倉掛倉和会ボッチャ部 第1 木 13:30～15:30 ボッチャ

写真 71 中国新聞写真クラブ広島・安佐北支部 第3 木 12:30～15:30 写真

バレーボール 72 オッチニーズ 不定期 日 9:00～12:00 バレーボール

73 Rook 第2･4 金 19:00～22:00 バレーボール

食生活 74 簡単料理教室 第３ 水 10:00～13:00 料理

高齢化社会への対応 75 而今サロン 第2･4 土 13:00～16:00 高齢者の交流

お問い合わせは倉掛公民館まで（電話：082-845-1710）


